
（凡例）☆…初参加　★…終身会員

今年も紫紺館で盛大に開催第65回　東京姉水会

　６月６日㈬、18時より「第65回東京姉水会」が昨年
に引き続き明治大学紫紺館（神田駿河台）で開催されまし
た。初参加20名、来賓を含め総勢70名（うち女性17名）
の虎高OB・OGが一堂に会しました。
　総会の講演は、当初上野賢一郎さん（昭59卒・財務副
大臣）にお願いしていましたが、ご尊父葬儀のため欠席さ
れたので急きょ川島隆二さん（平2卒・滋賀県議会議長）
に滋賀県事情をお話しいただきました。また、ことし滋賀
県東京本部長に就任された水上敏彦さん（昭55卒）にも
滋賀県のPRをお願いしました。
　懇親会は、冒頭に三上校長、大塚会長から2020年に迎
える母校100周年への諸計画について熱意のこもった説
明をいただき、高田副会長の乾杯音頭で懇親の酒宴は大い
に盛り上がりました。

　なかでも意気盛んとなったのは、虎ガール（東京姉水会
女子の集い）です。ことしは長浜や名古屋からも参加され
たり、同窓生夫婦での参加、子息同伴の参加等々、こんな
に虎女はアクティブだったのかとあらためて再認識した次
第です。
　中締めは、本当にお元気で毎年参加いただきます最年長
の林勉さん（昭17卒）。
　最後、松田稔さん（昭55卒）による校歌プロローグの
朗詠に続き、一同円陣になって肩を組み、長浜からことし
初めて参加した塚田陵子さん（平6卒）の高らかな歌声の
先導で、心ゆくまで懐かしい校舎を思い浮かべながら斉唱
して、来年の再会を約しました。……そして、その熱気の
さめやらないうちに、２次会に席を移して楽しい談話のひ
とときを過ごしました。SEE YOU AGAIN!（広報委員会）
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2018年度総会出席者芳名一覧（卒年順・敬称略）
来　賓 特別来賓

校　長　　　三上 保彦様（昭52）
姉水会会長　大塚 敬一郎様（昭40）

副会長　宮島 正典様（昭60）
前校長　藤居 毅様（昭50）

滋賀県議会議長　川島隆二様（平２）

会　　　員

学 生 会 員

当日の欠席者

　　林 　勉（昭17）
★　上野 善章（昭26）
★　前川 一郎（昭30）
★　坂井 達夫（昭30）
　　宮本 征一（昭32）
★　金澤 一輝（昭38）
★　田辺 義一（昭38）
　　斎藤 徹（昭42）
★　篠原 新衛（昭44）
★　千田 賢了（昭44）
☆　青木 清人（昭45）
☆　掛橋 和幸（昭45）
★　上野 新滋（昭47）
★　大西 喜多郎（昭47）
　　山崎 吉晴（昭47）
★　岡田 弘子（昭47）
★　高田 毅士（昭48）

　　草野 好弘（昭52）
★　今村 吉彦（昭53）
★　中川 孝行（昭53）
☆　中川 幸子（昭53）
　　池田 成穂子（昭55）
★　草野 俊哉（昭55）
★　松田 稔（昭55）
☆★則武 令子（昭55）
☆　水上 敏彦（昭55）
　　藤田 郁夫（昭55）
　　浅山 隆嗣（昭55）
★　佐藤 准子（昭56）
★　藤居 俊之（昭58）
　　小島 竜一（昭58）
★　橋本 淳（西中）（昭59）
★　和田 靖子（昭60）
★　松岡 真喜子（昭60）
☆　田山 宏美（昭60）

　　堤 　昌子（昭60）
　　奥村 邦彦（昭60）
　　篠崎 佐由紀（昭60）
☆　篠崎 翔（東工大）
★　江熊 きよみ（昭62）
☆　橋爪 良信（平１）
　　奈須 稔（平１）
☆　北川 美紀（平１）
☆　中寺 文徳（平３）
★　居川 信彦（平５）
☆　溝口 敦（平５）
☆　福中 英里（平６）
☆　塚田 陵子（平６）
☆　柴田 拓郎（平６）
★　岩嵜 博論（平７）
　　海道 忠信（平７）
☆　新田 崇信（平８）
　　中尾 仁士（平８）

　　茂森 貴洋（平９）
☆★矢口 友美（平９）
　　藤居 海好（平17）
☆　藤澤 芽衣子（平17）
☆　久保田 智史（平17）
☆　若山 隼佑（平21）
☆　松本 翔吾（平21）

　　蓮溪 芳仁（平28）
　　井賀 雄介（平28）

★　上野 一郎（昭55）
　　梅本 幹夫（昭55）
★　上野 賢一郎（昭59）
☆　岩田 明彦（平５）
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